
 

区　　分 応募資格 受付締切日 1次試験日

自衛官候補生 18歳以上27歳未満
（採用予定月の1日現在）9月10日（金）

男性9月26日（日）
女性9月27日（月）

一般曹候補生 18歳以上27歳未満
（平成23年4月1日現在） 〃 9 月18日（土）

パイロット学生 18歳以上21歳未満
（平成23年4月1日現在） 〃 9 月23日（木）

自衛隊中央病院
高等看護学院学生

18歳以上24歳未満
(平成23年4月1日現在) 10月1日（金） 10月23日（土）

問合せ●自衛隊千葉地方協力本部成田地域事務所☎ 0476-22-6275

総 務 課

住 民 課

子育て支援課
税 務 課
生活環境課
都市整備課
出 納 室
企画財政課
農業委員会
産業経済課
議会事務局
役場ＦＡＸ

保健福祉課
地域包括支
援センター

教 育 課

公 民 館

多古中央病院
給食センター
中央保育所
東 保 育 所
北 保 育 所
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弁護士・社会保険労務士・ソーシャルワーカーなどが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき●8月28日（土）午後1時～ 4時　ところ●船橋市勤労市民センター　問合せ●千葉中央法律事務所☎043-225-4567

The information of the living

 
　「敬老の日・老人福祉週間」行事の
一環として、結婚 50 周年を迎えら
れるご夫婦に記念品を贈呈します。
要件●昭和 35年 9月 1日～昭和 36
年 8 月 31 日までの間に結婚し、
平成 22 年 8月 1日現在において
夫婦健在で、多古町に住所を有し、
居住している方

申込み問合せ●8月2日（月）～23日
（月）までに保健福祉課健康福祉係
☎ 76-3185

 
　家庭用生ごみ処理機を新規に購入
した方や、これまでに補助金の交付
を受けてから 7年が経過し、故障な
どにより買い替えた方に対して補助
金を交付しています。
　補助基数には限りがありますので、
早めにお申し込みください。
　詳しくはお問い合わせください。
補助金額●購入価格（消費税を除く）
の 2分の１に相当する額（100 円
未満切捨て、上限 25,000 円）

問合せ●生活環境課環境係
　☎ 76-5406

お知らせ

戦没者遺児による慰霊友好親善事業

消火器の訪問販売・不正点検に注意を！井戸水を飲用する皆様へ

 
　（社）日本損害保険協会では、交通
事故に遭ったときなどの自動車損害
賠償責任保険および任意自動車保険
の請求について、無料相談を行って
います。お気軽にご相談ください。
とき●毎週月～金曜日（祝日を除く）
　午前9時～正午、午後1時～5時
※水曜日の午後1時～4時は、弁護士
無料相談（予約制で面談のみ）も
あります。

申込み問合せ●千葉自動車保険請求
センター☎ 043-284-7955

 
　解雇や配置転換、賃下げやいじめ
など、労使間のトラブルで悩んでい
ませんか？専門の相談員が電話や面
談により対応します。
　相談は無料ですので、お気軽にご
相談ください。
とき●毎週月～金曜日（祝日を除く）
　午前9時～午後 5時
■総合労働相談コーナー■
　①成田総合労働相談コーナー
　　☎ 0476-22-5666
　②千葉労働局総合労働相談コーナー
　☎ 043-221-2303

　③千葉駅前総合労働相談コーナー
　　1 0120-250-650
　　☎ 043-246-4121

 
とき● 8月 28 日（土）午前 9時
ところ●潮来ホテル
必要書類●①船舶免許コピー 1枚
　②写真（縦 4.5㎝×横 3.5㎝）2枚
　③住民票（本籍地記載）1枚
受講料●【更新】10,000 円
　【失効】15,000 円
申込期限● 8月 15 日（日）
問合せ●水郷ボートサービス㈱
　☎ 0299-63-1231

　先の大戦で父等を亡くした戦没
者の遺児を対象として、父等の戦
没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を
行うとともに、同地域の住民と友
好親善を図ります。
　費用は参加費として8万円です。
　今後は、下記の9地域について
実施予定。詳細についてはお問い
合わせください。
実施地域●①東部ニューギニア②
フィリピン③トラック諸島④パ
ラオ諸島⑤ソロモン諸島⑥ボル
ネオ・マレー半島⑦ミャンマー
⑧マリアナ諸島⑨洋上慰霊

問合せ●（財）日本遺族会事業課事
業係☎03-3261-5521 

　消防職員などを装った防災業者
が一般家庭を訪問し、言葉巧みに
消火器の販売や詰め替えをして、
高額を請求されるという被害が
各地で多発しています。
　また、事業所へ契約業者以外の
業者が契約業者を装い訪問し、不
正取引を行う事案も発生していま
す。消防署では、消火器の販売や
あっせん、詰め替えなどは一切行っ
ていません。不審に思ったときは
消防署にご連絡ください。
問合せ●香取広域市
　町村圏事務組合
　消防本部予防課
　☎0478-83-2245

　井戸水やわき水は、有害物質
の地下浸透や井戸などの管理が
不十分なことにより、汚染され
る恐れがあります。清潔で安全
な水は、わたしたちの生活に欠
くことができないものです。
　飲用井戸の衛生確保は、設置者
自らが実施していただくことに
なりますので、次の点に気を付
けて適正な管理に努めましょう。
　①井戸を衛生的に管理しま
　　しょう。
　②水質検査を実施しましょう。
　③井戸に関する相談は、健康
　　福祉センター（保健所）へ。
問合せ●香取健康福祉センター
（保健所）☎0478-52-9161

　浄化槽から流れる水の放流先の水質を保全するためにも、１年に１回
以上は浄化槽を清掃しましょう。
　清掃は東総衛生組合の許可を受けた下記業者に依頼してください。

問合せ●生活環境課環境係　☎ 76-5406　
  東総衛生組合旭クリーンパーク　☎ 62-0794
  　　〃　 　光クリーンパーク　☎ 84-0409

㈱トーソーエンバイテック ☎ 72-4231 ㈱加藤設備 ☎ 63-8277

㈱旭住宅 ☎ 63-8150 ㈱五十嵐商会海匝営業所 ☎ 84-1119

㈲光クリーンセンター ☎ 84-2244 旭衛生センター㈱ ☎ 63-9551

㈲いしげ水質管理センター ☎ 63-2282 ㈲銚子浄化槽管理センター ☎ 73-3840

㈲ユート・アメニティ ☎ 84-3270

水質保全のために浄化槽の清掃を！

住宅用火災警報器設置協力事業者を募集します！

職種●看護師（若干名）・理学療法士（1名）・臨床検査技師（1名）・放射
　線技師（1名）【平成 23 年春季資格取得見込みの方を含む】
勤務内容●看護師は外来または病棟勤務（2交代制）
採用年月日●平成 23 年 4月 1日
提出書類●履歴書・資格免許証の写し　申込期限● 8月 31 日（火）
申込み問合せ●多古中央病院庶務係☎ 76-2211

多古中央病院の正規職員を募集します！

平成22年度　防衛省自衛官等を募集

　高齢者のひとり暮らしの方や高齢者のみで構成される方の住宅に
「住宅用火災警報器」を設置する協力事業者を募集します。
募集期間● 8月 2日（月） ～ 20日（金）
　午前8時 30分～午後 5時 15分 （土・日を除く）
申請場所●保健福祉課健康福祉係（保健福祉センター）
申請方法●保健福祉課にある指定の申請書を提出
資格●①町内に本店住所があり、火災警報器を設置できる業者②町内に
　住所があり、町発注の工事などに実績のある方（個人・法人問わず）
事業内容●①町に設置申請があった住宅に火災警報器を設置する。
　②設置する火災警報器は、煙を感知し音声および点灯により知らせる
電池式（電池寿命 10 年以上）のもので、「日本消防検定協会の検定に
合格したもの」を予定。③設置する際は十分な取扱説明を行い、電気
の安全利用について周知する。④設置後に火災警報器に不具合が生じ
た場合は、速やかに対応する。

問合せ●保健福祉課健康福祉係☎ 76-3185

香取広域市

「住宅用火災警報器」を設置する協力事業者を募集します。

  東総衛生組合旭クリーンパーク　☎ 62-0794
  　　〃　 　光クリーンパーク　☎ 84-0409

　過激派は、アパートやマンションなどを活動拠点にしています。少しでも「変だな、おかしいな」
と思うことがありましたら、連絡・通報をお願いします。　連絡・通報先●香取警察署☎ 0478-54-0110　

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ
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